
◆　技能講習   

会　員 一　般

　５月１６日（土） ～ 　５月１７日（日）
会員

12,350

１０月３１日（土） ～ １１月　１日（日）
一般

12,650

　５月２８日（木） ～ 　５月２９日（金） 学科

　５月３１日（日） 実技 免除なし

　６月１８日（木） ～ 　６月１９日（金） 学科 会員

　玉掛け技能講習 　６月２１日（日）又は　６月２８日（日） 実技 24,250

　７月１６日（木） ～ 　７月１７日（金） 学科 　免除なし 会員価格 一般

　 免除ありとは、以下をいう 　７月１９日（日）又は　７月２６日（日） 実技 １，１５０円　 24,750

　　✤玉掛け補助経験６ヶ月以上 　８月２０日（木） ～ 　８月２１日（金） 学科

　　✤クレーン等運転免許所持者 　８月２３日（日） 実技 　免除あり １，６５０円　

　　✤   　　〃　　　　　技能講習修了者 　９月１７日（木） ～ 　９月１８日（金） 学科 免除あり

　　✤玉掛けまたはｸﾚｰﾝ運転特別教育修了後、 　９月２０日（日） 実技 会員

１１月１２日（木） ～ １１月１３日（金） 学科 22,050

１１月１５日（日）又は１１月２２日（日） 実技 一般

　２月２５日（木） ～ 　２月２６日（金） 学科 22,550

　２月２８日（日）又は　３月　７日（日） 実技

◆　特別教育

会　員 一　般

　６月２３日（火）

１０月１６日（金）

　７月　３日（金） ～ 　７月　４日（土） １１，０００円　 １４，３００円　
会員

12,705

　【実技講習のみの場合は７月　４日】 実技のみの場合は

　 ６，１６０円
実技のみの場合は

　８，３６０円
一般

16,005

粉じん作業特別教育 　８月　７日（金） ７，２６０円　 ９，４６０円　 ８８０円　
会員  8,140
一般 10,340

グラインダ取替等業務特別教育
　　（ 自 由 研 削 と い し ）

　８月２７日（木） ８，３６０円　 １０，５６０円　 １，３２０円　
会員  9,680
一般 11,880

低圧電気取扱業務特別教育
　　　　【学科のみ】

　９月２５日（金） ７，２６０円　 ９，４６０円　 ７１５円　
会員  7,975
一般 10,175

アーク溶接特別教育
　　　　【学科のみ】

１０月　７日（水） ～ １０月　８日（木） ８，３６０円　 １０，５６０円　 １，１００円　
会員  9,460
一般 11,660

　フルハーネス型墜落制止用器具
               　特別教育

１１月２０日（金） ８，３６０円　 １０，５６０円　 ９９０円　
会員  9,350
一般 11,550

◆　安全教育・研修会

会　員 一　般

　７月３０日（木） ～ 　７月３１日（金） 会員 10,990

１０月２７日（火） ～ １０月２８日（水） １，４３０円　
一般 11,990

ＫＹＴ（危険予知訓練）研修会
　　　＜１日コース＞

　９月　４日（金） １４，５２０円　 １６，７２０円　

職長教育・安全衛生責任者教育
　　　能力向上教育

１０月１４日（水） ７，７００円　 ９，９００円　 ９９０円　
会員  8,690
一般 10,890

リスクアセスメント実務研修会 １２月　４日（金） １４，５２０円　 １６，７２０円　 １，５４０円　
会員 16,060
一般 18,260

✤　企業または団体で､15名以上の受講希望者があれば個別に特別教育・安全教育を開催いたします。

　　出張講習にも応じますので、当支部までご相談ください。

✤　受講申込者が15名未満の場合は、講習を中止する場合があります。予めご了承下さい。

✤　講習開催日及び会場は、都合により変更することもありますのでご確認下さい。

✤　申込み受付開始は 約１ヶ月前を予定しています。 詳しくは当協会までお早めにお問い合せ下さい。

✤　長崎県労働基準協会のＨＰより案内・申込書をダウンロードできます。

✤　テキスト改訂により価格が変更になることがあります。

安全衛生推進者養成講習

受講料に含む

１０，５６０円　

安責のみ
会員 3,080
一般 3,740

　１月１９日（火） ～ 　１月２０日（水） ２，４２０円　 ３，０８０円　 ６６０円　

１１月２６日（木） ～ １１月２７日（金） １３，２００円　 １５，４００円　 １，５４０円　

安全衛生責任者教育のみ受講

合計
(税込)

職長教育・安全衛生責任者教育

　５月１９日（火） ～ 　５月２０日（水） 職長・安全衛生責任者の両方受講 両　方
会員 15,400
一般 17,600１３，２００円　 １５，４００円　 ２，２００円　

　７月　７日（火） ～ 　７月　８日（水） 職 長 教 育 の み 受 講 職長のみ
会員 14,740
一般 16,940

クレーンの運転業務特別教育
　　　【学科・実技】

１，７０５円　

講　習　名 開催月日
受講料（税込） テキスト代

（税込）

８１５円　
会員  8,075
一般 10,275

講　習　名 開催月日
受講料（税込） テキスト代

（税込）

講　習　名 開催月日
受講料（税込） テキスト代

（税込）
合計
(税込)

　ガス溶接技能講習 １１，７７０円

２３，１００円　

２０，９００円　

合計
（税込）

足場の組立て等作業特別教育 ７，２６０円　 ９，４６０円　

令和２年度 技能講習・安全衛生教育実施計画表

一般社団法人

長崎県労働基準協会 佐世保支部
〒857-0034

佐世保市万徳町１－１１ 川津ビル１階

TEL0956-42-0020 FAX0956-42-0009

会員価格

５８０円

教育対象業務6ヶ月以上経験者

８８０円

長崎県労働基準協会 検索

会員価格

４３０円


